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常葉大学附属橘中学校・高等学校通学等の安全向上を支援する会会則 

 

 

   第１章 総  則 

 

 （名称） 

第１条 本会は、常葉大学附属橘中学校・高等学校通学等の安全向上を支援する

会と称する。 

 

 （事務所） 

第２条 本会の事務所は、静岡市葵区瀬名二丁目 1 番 1 号、常葉大学附属橘高等

学校内に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

 （目的） 

第３条 本会は、常葉大学附属橘中学校・高等学校（以下「同校」という。）との

連携、協力のもと、生徒の通学等の安全向上を図るため、同校が運行するスクー

ルバスへの支援等を通じて、学校生活の充実向上、部活動の発展等、生徒の福利

厚生に資することを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）生徒の通学時における安全と利便性の確保 

（２）スクールバスの運行が円滑に行われるために必要な支援 

（３）同校の学校行事、部活動、その他の教育活動における生徒の移動、輸送の安

全と利便性の確保 

（４）その他本会の目的の達成のために必要な事業 

 

   第３章 会  員 

 

 （会員） 

第５条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。 

（１）普通会員  登下校に同校のスクールバスを利用する生徒の保護者 

（２）特別会員  前号以外の生徒の保護者及び教職員 

 

 

 



 

 

 （入退会手続き） 

第６条 前条第１号に定める普通会員として入会を希望する場合は入会申込書を、

退会する場合は退会届出書を提出しなければならない。 

 

 （会員の責務） 

第７条 会員は、スクールバスを利用する生徒が利用マナーを遵守し、適切に利

用するよう指導等に努めなければならない。 

 

   第４章 役  員 

 

 （役員） 

第８条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会 長  １ 名  会務を統括し、本会を代表する。 

（２）副会長  １ 名  会長を補佐し、会長不在の場合にはその職務を代行

する。 

（３）理 事  若干名  本会を運営するうえで必要な事項について協議する。 

（４）幹 事  ２ 名  本会の庶務及び会計を処理する。 

（５）監 査  ２ 名  本会の業務（会計を含む。）を監査する。 

（６）相談役  ２ 名  本会の運営について助言する。 

 

 （選任） 

第９条 役員は、次により選任する。 

（１）理事は、総会において会員の中から選任する。 

（２）会長及び副会長は、役員会において理事の互選により選任する。 

（３）幹事、監査及び相談役は、会長が委嘱し、総会において承認する。 

 

 （任期） 

第１０条 役員の任期は、次のとおりとする。 

（１）役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

（２）欠員に伴い補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（３）役員は、任期満了又は辞任後においても後任者が選任されるまでは、その職

務を行わなければならない。 

 

   第５章 会  議 

 

 （会議の種類） 

第１１条 本会の会議は、次のとおりとする。 

（１）総 会 

（２）役員会 

 



 

 

 （総会の開催） 

第１２条 総会は、毎年１回これを開催する。ただし、役員会が必要と認めるとき

は、臨時に開催することができる。 

２ 総会は、会長が招集し、会議の議長は会長が務める。 

３ 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれ

を決する。 

 

 （総会の職務） 

第１３条 総会は、この会則に定めるもののほか次の事項について審議する。 

（１）会則の変更 

（２）理事の選任 

（３）事業報告及び会計決算の承認 

（４）事業計画及び会計予算の承認 

（５）その他本会の運営に関すること 

 

（業務の決定の委任） 

第１4条 前条の規定にかかわらず、重要な事項で急を要するものは、第１5条に定め

る役員会で議決、執行できることとする。ただし、次の総会で承認を受けなけれ

ばならない。 

 

 （役員会の開催） 

第１5 条 役員会は、会長が必要と認めるときに召集し、会議の議長は会長が務め

る。 

２ 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこ

れを決する。 

 

 （役員会の職務） 

第１6条 役員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）会長、副会長の互選 

（３）会則の施行に必要な関係規程案の制定及び改廃 

（４）その他本会の運営に必要な事項 

 

   第６章 会  計 

 

 （会費） 

第１7条 本会の運営に係る経費は、会費、寄附金及びその他の収入で支弁するもの

とし、会費については、次のとおりとする。 

（１）普通会員の会費は、スクールバスを利用する生徒１人につき年額３千円と

する。 



 

 

（２）普通会員の会費は、毎年 5月末までに納入するものとする。 

（３）中途退会者への会費の返金はしないものとする。 

 （スクールバスの運行に対する支援） 

第１8条 会長は、スクールバスの運行が円滑に行われることを支援するため、普通

会員に対し支援金を募ることができる。 

２ 会長は、毎年度当初において、あらかじめ支援金総額の目安について校長と

協議のうえ、普通会員に対して支援金を募るものとする。 

 

 （事業及び予算の執行等） 

第１9条 会長は、本会の日常の事業執行及び経費支弁等を幹事に、決裁業務を校長

にそれぞれ委任する。 

２ 校長は、１件の決裁額が２０万円を超えるときは事前に会長の承認を得るな

ど、綿密な連携のもとで業務を遂行しなければならない。 

３ 本会の業務（会計を含む。）については、総会開催前に監査による監査を受け

なければならない。 

 

 （会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

   第７章 雑則 

 

 （備付け帳簿等） 

第２1条 本会の事務所には、会則、会員名簿、収支に関する帳簿、記録簿その他必

要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 

 （雑則） 

第２2 条 この会則に定められていない事項については、役員会で協議のうえ決定

し、必要により総会の承認を受けなければならない。 

 

   付 則 

１ この会則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    橘中高通学等の安全向上を支援する会    

  

草薙駅～橘中高スクールバス利用の手引き 

 

本校では、令和４年度から草薙駅と学校間のスクールバスが運行されます。この

たび、スクールバスを利用する生徒の保護者の皆さんで「橘中高通学等の安全向上

を支援する会」を作り、スクールバスの安全な運行を資金面から支援することとな

りました。スクールバスの運行計画及び利用の際の注意事項と、スクールバス利用

申し込み及び支援金の支払いについては以下のとおりですので、生徒及び保護者の

皆様においては、本会の趣旨にご理解とご協力をいただき、以下の点をよく確認し

て、スクールバスの利用申し込みを行っていただけるようお願いいたします。 

 

<スクールバスの運行について> 

・ルート 

 乗降場所は、JR草薙駅北口と橘中高キャンパスの二箇所のみです。途中乗車や

途中下車はできません。 

・発車時刻（予定）   ※年度途中で発車時刻は変更になる場合があります。 

  朝 JR草薙駅北口発 計 4 便運行  

7:10 発 2台運行    7：50発 2 台運行 

帰り橘中高キャンパス発 計 6便運行   

（平日）      

15：45 16：30 17：15 17：45 18：30 19：15（各１台運行） 

（授業のある土曜） 

 11：10 11：55 12：40 16：15 17：00 17：45（各 1台運行） 

※令和 4年 4月より中学・高 1普通科は、土曜日の授業は 2時間目までとなり、10：50に

放課となります。詳細は 3月の入学説明会でお知らせします。 

・利用の際の注意事項 

① テスト中など日課が変わる日は特別ダイヤで運行します。 

② 休業日、長期休暇中の運行はありません。 

③ 朝の便は、スムーズな運行のため各生徒の乗車するバス、及び発車時刻を割

り振って指定します。 

・割振りの結果、希望の時間にならない場合があります。 

・芸術コース吹奏楽専攻の生徒は 7：10発のバスに限定します。 

・中学生は始業時刻の関係から原則的に 7：10発とします。7：50を希望する

場合は申込書に理由等をご記入ください。 

④ 帰りの便は、利用者の都合に合わせて自由乗車（先着順）となります。 

 

<スクールバス利用申込条件> 

① 「橘中高通学等の安全向上を支援する会」の会員となり、その規約等を理解

し、順守できること。 ※規約は本校ホームページに掲載しています。 



② 利用申込は年度単位とし、年度ごとに申し込むこと、また、年度途中からの

入会、退会はできないこと。 

③ 支援金の支払いについて、期日を守り適切に行うこと。 

④ バス乗車許可は１年ごとにあらためて申し込みを行う。 

 

<新入生の利用申込手続きについて> 

入学手続き書類と一緒に、別紙のスクールバス利用申請書を以下の期間に提

出してください。 

※入学式用の「JR東静岡駅～橘中高シャトルバス」と間違えないように注意

願います。  

(中学) 前期合格者 令和 4年 1月 13日（木）～1月 21日（金） 

後期合格者 令和 4年 1月 26日（水）～1月 31日（月） 

(高校) 単願合格者 令和 4年 2月 14日（月）～2月 17日（木） 

併願合格者 令和 4年 3月 15日（火）～3月 17日（木） 

※高校単願合格者の申し込み期間で利用可能人数に達した場合、併願合

格者の募集を行わない場合があります。 

・登校バスの割振り 

     運行するバスの台数（総乗車人員 140人）に限りがありますので、利用申込者

が多数の場合は、やむを得ず利用者を選抜して割振る必要が生じます。その場

合、中高とも新入生優先を原則としますが、草薙までの JR等公共交通機関の乗

車距離や居住地等により選抜していきます。 

・登校バスの割振り結果の発表 

 （第一回発表）令和 4年 3月 3 日（木）正午 本校ホームページにて発表 

 （第二回発表）令和 4年 3月 23日（水）正午 入学説明会会場で掲示 

                    ※第二回発表は行わない場合があります。 

 第一回の発表はホームページのスクールバスバナーより確認してください。

入学試験で使った受験番号で発表します。登校バスの利用が認められた方は入

学式当日に利用ガイダンスを行いますので必ず出席してください。利用ガイダ

ンスの時間等詳細は 3月 3日（木）の第一回発表時にホームページ上でお知ら

せします。 

 

<支援金等について> 
・利用人数が確定してから当会会費及び一口当たりの支援金の金額をお知らせし

ます。参考金額として、年間 87,000円前後を予定しています。 

【会費（年額）3000円、支援金(年額)84,000円】  

・支援金は 5月と 10月の２回に分けて、指定用紙を利用して所定口座に振り込ん

でいただきます。 

・高校 3年生のように一年度の登校回数が少ないことが想定される学年について

は、一口当たりの支援金の額を上記金額より減額してお示しします。 

 



 
 
 
 

 
草薙駅～橘中高スクールバス Q＆A 

 利用の手引きとあわせて、利用申込の材料としてください。不明点がありましたら学

校までお問い合わせください。 

             常葉大学附属橘中学校・高等学校 054－261－2256  

               担当  教頭・加藤伸司  総務課長・大長正典 

 

・JRとの乗り継ぎはどうなっていますか。 

   → ※参考 2021年 12月現在の草薙駅ダイヤ 

    JR草薙発 上り        6：47 6：59        → バス 7：10 

           7：13 7：30       → バス 7：50 

       JR草薙発 下り     6：47 7：00       → バス 7：10 

7：18 7：27 7：40     → バス 7：50 

 【注意】  バス定刻発車します。草薙駅到着がバス出発 5分前程度ですと、軽微な列 

車の遅延でも乗り遅れる場合がありますので、余裕を持った乗り継ぎをお 

願いします。 

  

・休業日や長期休暇中に登校する場合はどうすればよいですか。 

   → 休業日や長期休暇に部活や模擬試験で登校する場合は、LuLuCaなどのカ

ードを使い、公共交通機関を利用していただくことになります。 

  

・加入している部活動によって利用できないことはありますか。 

   → 活動場所が学校から離れていること、朝練習があることなどの理由から、部

によって利用できない部活があります。 

（高校野球、高校男女サッカー部は利用できません。また芸術コース吹奏

楽専攻はバス利用できますが、朝の便については、JR草薙 7：10発の

バスに限定させていただきます。） 

 

・部活がまだ確定していないので、放課後の様子がわかりません。しばらくしてから申

請申込できないでしょうか。 

   → 中高とも新入生の皆さんは、早い段階でバス利用を決めなければいけな

いことで不安を感じられている方も多いと思います。 

     朝は 4便でほぼ定員での乗車となりますが、帰りの便は 6便用意していま

す。部活の活動日や活動時間は様々ですので、人数が分散されます。 

また、おおむね 45分間隔でバスが到着しますので、部活終了時間にあわ

せて乗車も可能です。学校としても初めての試みですので、運行状況をみ

や生徒さんの活動に柔軟に対応でしていきたいと思います。安心して入学

前の利用申込をしていただきたいと思います。 



・バスの発着所はどこになりますか。 

   → 草薙駅北口のバスターミナル付近になります。特に指定された停留所はあ

りませんが、常葉大学また橘中高の名前が入ったバスになりますので、間

違えることはないと思います。 

     学校では、尚志館という体育館付近を予定しています。生徒昇降口のすぐ

近くで乗降しますので雨の日も安心です。 

 
・中学生と高校生が一緒に乗車することで、席に座れるかが心配です。 

   → 中学生と高校生の座席エリアを指定します。 

 

・自己都合（寝坊、JR乗り遅れなど）で朝のバスに乗り遅れてしまいました。どうした

らいいでしょうか。 

   → 7：10に指定されている方は、7：50のバスのドライバーさんに事情を話し

て乗車させてもらってください。乗車は最後で補助いすに座ってもらう場合

があります。特定の人が何度も繰り返している場合、学校から指導させてい

ただくことがあります。7：50のバスに乗り遅れた方は、その後の公共路線

バス等で学校に来てください。 

 

・踏切事故、災害などで列車が遅れ朝のバスに間に合いませんでした。どうしたらいい

でしょうか。 

   → 台風接近など予測が可能な場合は、できるだけ前日のうちに登校時間変更

を決め、それに合わせたバス運行にしていきます。 

      ただし、多くの場合はＪＲ上り下りの一方だけの遅れや、遅れる時間が読

みにくいことから、基本的に定刻通りの発車をしていきます。 

      朝は乗車バスを指定していますので、大きい遅れがある場合、学校とド

ライバーの間で連絡をとり、おおむね 9：00までに草薙に到着できた利用

者には臨時便を出すようにします。 

      草薙到着がそれ以降になる場合は、公共路線バス等で学校に来てもらう

ことになります。 

  

・バスの中で飲食はできますか。 

   → 衛生管理上できません。 

 

・途中でバス利用をやめた場合、返金してもらえますか。 

   → 諸事情で学校を退学・転学した場合のみ、一定割合の返金をします。 

それ以外の理由でバス乗車をやめた場合、返金はできません。9月以前にバ

ス乗車をやめる場合も２回目の支払いをしていただくことになります。 

 

 

スクールバス導入初年度のため、状況を見ながら、乗車ルールや運行計画を変更して

いく場合があります。 
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